投票所（期日前投票所を含む）における
「新型コロナウイルス感染症対策」について

2020 年 11 月 5 日号

選挙管理委員会では、安心して投票していただけるよう、次のような投票所内での感染症
対策を行います。投票所へお越しになる有権者の皆様におかれましても、ご自身の感染症対
策にご理解とご協力をお願い申し上げます。
１． 投票所内での感染症対策
(１) 投票所にアルコール消毒液を設置します
(２) 投票管理者・立会人、投票所事務従事者はマスクを着用します
（事務従事者は手袋を着用）

おしらせ さくらは、『さくらコム』の市民センターのページでもご覧いただけます。

◇◇四日市市長選挙のおしらせ◇◇
☆投票日
☆投票所

(３)
(４)
(５)
(６)

１１月２９日（日）午前 7 時～午後 8 時
桜投票区
桜小学校体育館
桜台投票区
桜台小学校第 1 会議室
桜花台投票区 桜花台コミュニティセンター

２．有権者の皆様にお願いする感染症対策
(１) 投票所に設置するアルコール消毒液による手指の消毒、
マスクの着用、咳エチケットにご協力ください
(２) 周りの方との距離を十分にとってください
(３) 持参した鉛筆（シャープペンシル）で投票用紙に記入することができます

※入場券には投票所が書いてあります。ご自分の投票所を確認の上、投票日には
各自の入場券を持って所定の投票所へお出かけください。入場券に記載されて
いる投票所以外では投票できませんのでご注意ください。

(４) 投票日当日の混雑緩和のため、期日前投票の利用をご検討ください
(５) 帰宅後に手洗い・うがいを行ってください
【問合せ先】
四日市市選挙管理委員会事務局
３５４－８２６９

◇◇ 投票日当日に投票に行けない人は期日前投票を！◇◇
◎期日前投票所 投票日 11 月 2３日（月）～2８日（土）午前８時３０分～午後８時
(1) 四日市市総合会館（市役所西隣）１階 ロビー
諏訪町２番２号
(2) 三重北勢健康増進センター（ヘルスプラザ）１階 研修室
塩浜町１番地１１
(3) 四日市市防災教育センター（北消防署内）２階 防災センター 富田二丁目４番１５号
(4) 四日市市中消防署中央分署 ３階 多目的ホール
曽井町３９１番地２
(5) 四日市市南消防署南部分署 １階 第１会議室
大字泊村４１８４番地３
(6) 四日市市北消防署北部分署 １階 会議室

中村町２２８１番地２
【一般書】

◇◇桜台投票区の投票場所が変わりました◇◇
昨年７月の選挙から、投票場所が桜台小学校の『体育館』
から『第１会議室』に変わりました。
これまでの投票場所（体育館）での投票はできませんの
で、お間違えの無いように右記の地図の投票場所（第１会
議室）へお越しくださいますようお願いいたします。
【問合せ先】四日市市選挙管理委員会事務局
四日市市諏訪町１番５号
３５４－８２６９

回
覧

投票所受付に飛沫防止シートを設置します
定期的に投票所備品（記載台、鉛筆等）を消毒します
定期的に投票所内の換気を行います
投票所内が混雑しないよう、入口で調整します

桜台第三会館
桜台小サブグラウンド

 犬がいた季節
 かか

桜台保育園

 ザ・ロイヤルファミリー

作者伊吹有喜さんは、桜中
学校、四日市高校卒業。
「犬がいた季節」は、四日市
市を舞台にした小説です。
※１階事務室に、ガイドマッ
プがあります。

北口正門

桜台小学校

校舎

←投票所
（第一会議室）

体育館

裏
面
も
ご
覧
く
だ
さ
い

【児童書】
 そうたいせいりろん for babies

 コんガらガっち なにになってすすむ？の本
 ねこは

るすばん

☆貸出期間の延長は、１回のみ、事務室にて受け付けます。※新刊の延長はできません
☆貸出期間・・・１ケ月（新刊は２週間） ☆貸出冊数・・・１人３冊まで

清掃活動ありがとうございました
１０月２４日（土）
、四日市市シルバー人材センター桜班のみな

健康ボランティア 四日市市ヘルスリーダーの会による

申込み不要
参加費無料

さんに、桜地区市民センター周辺の除草・剪定作業をしていただ
きました。とても綺麗にしていただきありがとうございました。

新型コロナウイルスの影響で中止しておりました、ヘルスリーダーによるイキイキ教室を、
７月よりイスに座ってのストレッチや筋力トレーニングの内容で実施しています。参加するに
あたっては、以下のことにご理解いただきますようお願いします。
※参加される方は、マスクの着用や、水分補給をお願いします。
※発熱や咳等の風邪症状がみられる方・基礎疾患をお持ちの方で、感染リスクを心配される
方は参加を控えていただくようお願いします。
◇日

時：11 月 27 日（金） １３：３０～１４：３０（約１時間程度）

◇場

所：桜地区市民センター ２階 中会議室

◇対

象：おおむね 65 歳以上の市民の方

◇申 込 み：不要
◇持 ち 物：マスク・タオル・水分補給の飲み物 ※動きやすい服装でお越しください。
◇問合せ先：四日市市役所

高齢福祉課 ３５４－８１７０

～ おともだちを作りに来ませんか ～

さくらんぼクラブ、おも
ちゃのチャチャチャは、状
況に応じて変更になるこ
とがあります。変更の場合
はブログなどでお知らせ
します。

２日（水） 助産師相談 １０：００～１１：００ 受付終了
９日（水） おもちゃのチャチャチャ
１０：００～
テーマ いないいないばぁオモチャ
講 師 おもちゃドクターズ
定 員 ５組限定（完全予約制）１か月前から受け付けます。
１６日（水） さくらんぼクラブ 【中止】
※ クリスマス会を予定しておりましたが、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、中止となりました。

子育て支援センターさくらんぼの開所曜日・時間】
月～金曜日 現在は９：００～１１：００、１２：００～１４：００ 受付１３：００まで
（土・日・祝日・医院休診日は閉所）
行事日程の最新案内・臨時休館・開所時間変更は、桜花台こどもクリニックホームページのブログでも
お知らせしています。
≪問合せ先・予約先≫ 桜花台こどもクリニック 子育て支援センターさくらんぼ ３７３－６６３９

子育てを地域で支えあう
四日市市ファミリー・サポート・センターからのおしらせ

「令和２年度第３回 依頼会員講習会と新規登録会」
ファミリー・サポート・センターの仕組みと趣旨について、良く理解をしていただくために、
平成２８年度より依頼会員向けの講習会を実施しています。
新たに依頼会員として登録される方はもちろん、すでにご利用されている方で未受講の方も、
受講してください。
日
時 12 月 5 日(土) １３：００～１6：００
＊講習会は１４：３０終了です。その後、希望される方は依頼会員の登録手続きを
いたします。
場
所 三浜文化会館
定
員 保育の都合により、20 名程度といたします。
（先着順に受け付けます）
申込方法 電話にてお申し込みください。 保
育 有り/無料 ※事前にお申し込みください。
申込み･問合せ先 四日市市ファミリー・サポート・センター
・FAX ３２３－００２３
（NPO 法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）

子どもを虐待から守るのは

地域の人々の「気づき」と「連絡」です

－４月から子どもへの体罰は法律で禁止されました－
これらは全て体罰です
●言葉で 3 回注意したけど言うことを聞かないので、頬を叩いた
●大切なものにいたずらをしたので、長時間正座をさせた
●宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった
「近所の人が虐待しているのでは？」と感じたら、どうせ人ごと・・・、関わりたくない・・・
という意識は捨てましょう。子どもはほとんどの場合、自分から助けを求めることができません。
子どもを救うために、あなたが、ぜひ行動を起こしてください。

児童虐待かもと思ったら・・・まずは、連絡・相談ください
●児童虐待・子育て・ひとり親家庭など児童・家庭の相談 四日市市こども家庭課

３５４－８２７６

いちはやく

●児童相談所全国共通ダイヤル（２４時間ＯＫ）１８９

納税は、便利で安心な 口座振替で!!
＜手続きに必要なもの＞
【問合せ先】

①納入通知書 ②通帳 ③通帳のお届け印
※地区市民センター窓口、金融機関にてお手続きください。
四日市市役所 収納推進課
 ３５４－８１４１
FAX ３５４－８３０９

２５日（水）
２６日（木）

桜花台コミュニティセンター １０：１０～１１：１０
智積公会所第二駐車場
１０：１０～１０：５０
桜ヶ丘公園
１１：００～１１：３０
桜台二丁目３号公園
１３：３０～１４：１０
桜台一丁目１号公園
１４：２０～１５：１０

マイナンバーカード休日申請受付窓口の開設

◇マイナンバーカード休日申請受付窓口 センター開設日一覧表◇
12 月

申込期限

センター名

５（土）

11/27（金）

保々

339‐0001

６（日）

11/27（金）

三重

331‐3276

富洲原

365‐1136

水沢

329‐2001

小山田

328－1001

下野

337‐0001

富田

365‐1141

羽津

331‐4465

海蔵

331‐3284

川島

321‐3020

日永

345‐3197

河原田

345‐5020

神前

326‐2751

内部

345‐3951

健康保険・介護保険の被保険者証、年金手帳、医療受給者証、社員証、学生証な
ど、
「氏名＋住所」か「氏名＋生年月日」が記載されたもので、組み合わせで「氏

塩浜

345‐2403

桜

326‐2051

名・住所・生年月日」が確認できるもの

四郷

321‐2021

常磐

351‐1751

楠

398‐3111

橋北

331‐3787

中部

354‐8152
（市民課）

県

326‐0001

八郷

365‐0259

大矢知

364‐8704

四日市市では、平日に市役所へお越しいただくのが困難な方のために、下記のとおりマイ
ナンバーカード休日申請受付窓口を開設いたします。
この窓口で申請していただいた場合、受付時にお申し出いただいたカードの暗証番号を市
役所で入力させていただいたうえで、ご自宅宛てにマイナンバーカードを郵送（本人限定郵
便・特例型）させていただきますので、受け取りのために再度お越しいただく必要はありま
せん（カード到着まで、おおよそ２か月程度かかります）。
また、事前予約制となりますので、申請を希望される方は、各地区市民センターへ電話予
約してください。

日にち

12（土）

12/4（金）

予約は、お電話で！

1.申請に必要なもの（申請の際には、以下の書類を持参してください。）
（1）本人確認書類（A を 1 点、または B を 2 点）
A

B

運転免許証、旅券、住民基本台帳カード（顔写真入り）、運転経歴証明書（交付
年月日が平成 24 年 4 月 1 日以降のものに限る）、身体障害者手帳、在留カード、
特別永住者証明書など、公的機関発行の顔写真付き本人確認書類

（2）通知カード、または個人番号通知書
（3）顔写真（縦 4.5cm×横 3.5cm、6 か月以内に撮影、正面、無帽、無背景のもの）
（4）住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
（5）認印
※申請時に、通知カード・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)を回収します。
※15 歳未満の方や成年被後見人の方が申請する場合は、法定代理人の同行と別途
書類が必要となります。（詳細はご予約時にご説明します）

13（日）

19（土）

20（日）

12/4（金）

12/11(金)

12/11(金)

電話番号

2.開設窓口・開設時間【８：３０～１２：３０、１３：３０～１７：３０】
（事前予約制、先着 48 人まで、1 人あたり 20 分）
☆桜地区市民センターの休日申請受付窓口

開設日

場 所

火災から家族の命を守る

12 月 13 日（日） 【申込期限：12 月４日（金）
】

桜地区市民センター

住宅用火災警報器はご自宅についていますか

【予約・問合せ先】

桜地区市民センター

３２６－２０５１
（平日８：３０～１７：１５）

※事前に予約が必要です。予約が無い方は、受付をお断りさせていただきます。
※他の地区市民センターでも休日申請受付窓口を開設しています。お申し込みは、各地区
市民センターへお願いします。（裏面参照）

住宅用火災警報器をご存知でしょうか？
住宅用火災警報器とは、火災の煙を早期に感知し、警報音等で知らせる警報器です。
全ての住宅が設置対象です。
（令和元年度 桜地区防火防災アンケート結果で約３０％が未設置）
※四日市市消防本部管内で住宅用火災警報器によって被害を最小限に抑えることが
できた事例は、平成２０年から令和２年の期間で３１件です。
【問合せ先】四日市市中消防署西分署

３２６－２５８３

